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JUL 2011 7市役所では、６月～１０月の間、クールビズを実施しています。ご理解をお願いします。

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！

  一般相談（予約不要）
日　時場　所

毎週月曜日～金曜日午前８時３０分～午後５時　市民相談室　田・保

専門相談（予約制）
　申 ７月２０日昌午前８時３０分から希望する庁舎の市民相談室へ直接ま
たは電話（★印は、７月５日昇から受付中）
なお、予約開始日は大変込み合いますので、ご了承ください。
　問  市民相談室 田（札０４２－４６０－９８０５）・保（札０４２－４３８－４０００）

日　時場所内　容

７月２７日昌、８月４日昭、５日晶午前９時～正午
※８月４日昭は人権・身の上相談を兼ねる

田

法 律 相 談
７月２８日昭は午前９時～正午で、人権・身の上相談を兼ねる
８月２日昇、３日昌、９日昇　午後１時３０分～４時３０分

保

　午前９時～正午
★８月４日昭田人権・身の上

相 談 ★７月２８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　７月２２日晶田

税 務 相 談
　８月５日晶保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月４日昭田

不 動 産 相 談
　８月１１日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月１１日昭田

登 記 相 談
　８月１８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月１１日昭田

表示登記相談
　８月１８日昭保

　午後１時３０分～４時３０分
　８月１０日昌田

交通事故相談
★７月２７日昌保

　午後１時３０分～４時３０分　８月８日捷田
年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

　午後１時３０分～４時３０分　８月１９日晶田行 政 相 談

　午後１時３０分～４時３０分★８月３日昌田
相続・遺言・成年
後見等手続相談

お役立ちガイお役立ちガイドド

ください。
　また、検察審査会では１１人の審査
員が事件の審査に当たります。審査
員は、選挙権を持っている皆さんの
中から「くじ」で選ばれます。あな
たも検察審査員に選ばれることがあ
るかもしれません。審査員に選ばれ
たときには、国民の代表としてこの
仕事にご協力をお願いします。
　問 立川検察審査会事務局
（札０４２－８４５－０２９２）

 平成２４年春採用（第２回） 
一般曹候補生募集

　自衛隊は、来年春に採用の陸海空
一般曹候補生の採用試験を実施しま
す。
□応募資格　平成２４年４月１日現在
１８歳以上２７歳未満の男女
□試験日程　１次　９月１７日松
□受付期間　８月１日捷～９月９日晶
　問 自衛隊西東京地域事務所
（札０４２－４６３－１９８１）

 武蔵野市における四市共同利用
施設夏季節電対策の実施

　武蔵野市では、三鷹市・小金井市・
西東京市の四市で共同利用を行って
いる図書館・文化施設などで７月１
日晶から９月２２日昭までの間、夏季
節電対策として輪番制による臨時休
館を実施しています。詳細は武蔵野
市　HP などでご確認いただくなど、ご
利用の際はご注意ください。
　問 武蔵野市企画調整課
　（札０４２２－６０－１８０１）

１月３１日昇
□受診方法　市の健診を個別で受診
される方に希望を確認し、血液検査
で同時実施（結果判定は一生涯適応）
□検査項目　血液検査（ピロリ菌抗
体、ペプシノーゲン）
　問 ・胃がんハイリスク検診ついて
　西東京市医師会
　（札０４２－４２１－４３２８）
・市が実施する検診ついて
◆健康課 　保 （札０４２－４３８－４０２１）

 排水設備工事責任技術者 
資格試験

　東京都下水道局では、平成２３年度
排水設備工事責任技術者資格認定共
通試験を実施します。
　時 １０月１６日掌午前１０時～正午
　場 青山学院大学・青山キャンパス９
号館（地下鉄「表参道駅」下車５分）
　￥ ６，０００円
□申込書配布　７月２５日捷から下水
道課（保谷庁舎５階）で配布
□受付期間と方法　８月３日昌～９
月１日昭に郵送
◆下水道課 　保 
（札０４２－４３８－４０６０）

 ごぞんじですか！検察審査会 
検察審査員に選ばれたらご協力を！

　交通事故や詐欺などの被害にあっ
たのに、検察官がその事件を裁判に
かけてくれない。このような不服を
持っている人のために「検察審査会」
があります。費用は無料。秘密は固
く守られますので、お気軽にご相談

（計４回）／　￥ １回１，５００円（過年
に当教室の講座を受講された方は１
回無料）
※受講料はいずれもテキスト代込み。
　時 午前９時３０分～正午、午後１時３０
分～４時
　場 シルバー人材センター東伏見教室
　対 ・　定 入門講座以外は文字入力ので
きる方・いずれも１０人
　申 往復はがきで、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、下記へ。
※締め切り後でも受講可能な場合が
ありますので、お問い合わせを。
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３中町１－６－８保谷
東分庁舎・札０４２－４２５－６６１１）

■胃がんハイリスク検診

　将来の胃がんを含めた胃の健康度
が分かります。健診時の採血と同時
に行うことができます。　この検診
は、西東京市医師会が公益事業とし
て無料で行います。
　対 ４０歳～７４歳（平成２４年３月３１日時
点）の偶数年齢の市民の方（今年度
が奇数年齢の方は平成２４年度に受診
できます。原則一度の受診機会です）。
　申 ①市で実施する健診（特定健診、
一般健診）を受診される方⇒対象者
には市から送付した受診券に記載が
ありますので、申し込み不要です。
②市が実施する以外の特定健診を受
診される方（社保の方な

ど）⇒保険者
から届いた受診券を確認のうえ、お
問い合わせください。
□実施期間　７月１日晶～平成２４年

 チャリティー・市民ゴルフ大会
参加者募集！！

　地域福祉事業を推進するための財
源づくりを目的として今年も「第１２
回西東京市チャリティー・市民ゴル
フ大会」を開催いたします。
　時 ９月１３日昇　※雨天決行
　場 西武園ゴルフ場（所沢市荒幡１４６４・
札０４－２９２５－８１１１）
　￥ ４，０００円（パーティ代、賞品代、
チャリティーを含む）
※プレーフィー１万６，５００円【昼食代
（飲物別）、キャディフィー、乗用カ
ート、利用税、消費税込み】は、大
会当日ゴルフ場へ支払い
□競技方法　１８ホールストロークプ
レイ（新ぺリア方式）
　申 ７月１日晶から、市内ゴルフ練習
場などで。
　問 西東京市社会福祉協議会
（札０４２－４３８－３７７４）

 シニア対象パソコン教室の 
８月受講者募集

興パソコン入門講座　　時 ４日昭、５
日晶、１９日晶、２６日晶の午前（計４
回）／　￥ ６，０００円／　申 ７月２５日捷まで
興ワード初級講座　　時 ２日昇、９日
昇、２３日昇、３０日昇の午前（計４回）
／　￥ ６，０００円／　申 ７月２２日晶まで
◎エクセル初級講座　　時 ２日昇、９
日昇、２３日昇、３０日昇の午後（計４
回）／　￥ ６，０００円／　申 ７月２２日晶まで
興パソコンの楽しい活用講座（詳細
は資料をご請求ください）／　時 ４日
昭、５日晶、１９日晶、２６日晶の午後

Ｑ＆Ａ
 自宅に「この番号から着

信があったのでかけな

おした」と電話がかかってきた

が心当たりがない。かけていな

いと言っても聞き入れず、名前

を言えと迫ってきて迷惑。

 ワンルームマンションを

買わないか、持っていれ

ば値上がりすると勧誘電話があ

り、必要ないと断ってもなかな

か電話を切らせない。何と言っ

て断わればよいか

 戸建住宅を買わないかと

電話があった。断って

電話を切ってもすぐまたかけて

くる。迷惑なので、電話に出な

かったら、留守電に「自宅まで

契約に出向く」と入っていた。

どうしたらよいか。

 Ｑ１のような相談が数件続

きました。個人情報の収集

や販売目的と思われます。名前

や住所などを教えないのが賢明

です。

　Ｑ２のような勧誘では、話を

聞いてしまうと相手のペースに

引きずられてしまいます。不要

Ｑ１

Ｑ２

Ｑ３

Ａ

な勧誘には早い段階できっぱり

断りましょう。電話勧誘販売に

は「再勧誘の禁止規定」があり

ます。電話しないでくださいと

断った消費者に再度電話するこ

とは禁止されています。　

　Ｑ３のように自宅を訪問する

と一方的に言われて断りたくて

も相手の連絡先がわからないケ

ースがあります。実際に出向い

てくるケースはまれですが、こ

のように強引な勧誘をする事業

者と話し合う義務はありませ

ん。

ドアを開けずに断りましょう。

　詳しくは消費者センターまで

お問い合わせください。

◆消費者センター

（札０４２－４２５－４０４０）

迷
惑
な
勧
誘

消費生活相談


